
プロＰ１０

平成２４年１０月１４日（日） 審判員　　　原　直巳

順位 № 名　　前 記録 備考

1 267 萩原 裕子 群馬県 安中市 48分51秒

2 265 伊藤 育美 群馬県 ＯｎｅＷａｙ 50分41秒

3 263 毛利 祐子 群馬県 高崎市 51分22秒

4 271 須藤 易子 群馬県 せれぶとうこん 52分56秒

5 280 関島 美和 長野県 佐久市 53分12秒

6 264 佐藤 悦子 群馬県 高崎市 55分17秒

7 275 冨永 瑞穂 神奈川県 藤沢市 56分04秒

8 260 小林　奏音 長野県 佐久長聖高校 57分09秒

9 270 小林 芳美 千葉県 アトレ倶楽部 57分22秒

10 269 細谷 景子 東京都 大田区 58分43秒

11 266 小板橋 美智子 群馬県 西部遠足隊 58分49秒

12 261 小林　沙絵子 長野県 佐久市 1時間02分25秒

13 274 松岡 美和 群馬県 北群馬郡吉岡町 1時間06分48秒

14 278 清水　恭子 長野県 小諸市 1時間08分05秒

15 276 内山 慶子 群馬県 安中市 1時間08分07秒

16 268 石川　綾子 東京都 北区 1時間10分12秒

17 273 帯刀 優子 長野県 ㈱ロン・都 1時間10分31秒

18 262 畠山 幸子 長野県 佐久平福祉会 1時間14分34秒

272 佐藤 仁美 埼玉県 川越市 DNS

277 小針 里佳 群馬県 高崎市 DNS

279 田中 知恵子 千葉県 千葉市 DNS

281 浅川 美保子 長野県 東御消防署 DNS

所属

道路競技成績記録表

競技会　第２１回佐久市ハーフマラソン大会　　　　種目　高校生以上（一般含）女子・１０ｋｍ

（陸連№７）



プロＰ９

平成２４年１０月１４日（日） 審判員　　　原　直巳

順位 № 名　　前 記録 備考

323 1 鈴木　麻衣 長野県 野沢南高等学校 22分09秒

325 2 平馬 真知 長野県 上高井郡小布施町 27分05秒

322 3 横尾　八重子 群馬県 高崎市 34分03秒

324 片岡 みどり 栃木県 那須塩原市 DNS

道路競技成績記録表

所属

競技会　第２２回佐久市ハーフマラソン大会　　　　種目　高校生以上（一般含）女子・５ｋｍ

（陸連№７）



プロＰ１３

平成２３年１０月１６日（日） 審判員　　　原　直巳

順位 № 名　　前 記録 備考

1 405 丸橋　由紀子 長野県 東中学校 11分26秒

2 404 小宮山　悠 長野県 野沢北高等学校 11分52秒

3 412 佐藤　真由 長野県 小諸東中学校 11分57秒

4 410 小泉　愛花 長野県 野沢南高等学校 12分33秒

5 407 木内　麻衣子 長野県 東中学校 15分07秒

6 406 河西　由利香 長野県 東中学校 15分25秒

7 402 小林　美玲 長野県 佐久長聖中学校 15分31秒

8 408 斉藤　美咲 長野県 東中学校 16分08秒

9 409 宮沢　凜子 長野県 東中学校 16分09秒

10 401 神津　彩音 長野県 神津ランナーズ（芦原中学校） 18分07秒

11 411 田中 奈美 長野県 北佐久郡御代田町 18分27秒

403 森尻　美優 群馬県 藤岡北中学校 DNS

（陸連№７）

道路競技成績記録表

所属

競技会　第２１回佐久市ハーフマラソン大会　　　　種目　中学生以上（一般含）女子・３ｋｍ



プロＰ１４

競技会　第２２回佐久市ハーフマラソン大会　　　　種目　小学生５～６年女子・３ｋｍ

平成２４年１０月１４日（日） 審判員　　　原　直巳

順位 № 名　　前 記録 備考

1 419 森尻　真優 群馬県 藤岡第二小学校 11分37秒

2 417 諸山　理湖 長野県 ジュニア駅伝クラブ　小諸JEC 12分35秒

3 418 諸山　知奈津 長野県 ジュニア駅伝クラブ　小諸JEC 14分55秒

4 416 髙見澤　真由 長野県 高瀬小学校 16分16秒

5 415 神津　夏織 長野県 神津ランナーズ（坂の上小学校） 18分06秒

（陸連№７）

道路競技成績記録表

所属



№１５

時刻 天候 気温 湿度 気圧 備考

時 ℃ 風向 風速m/sec ％ hpa

10:00 晴れ 14.9 東北東 0.3 66.2 800.1

11:00 晴れ 17.3 北北東 0.6 55.1 800

12:00 晴れ 19.8 東南東 2 44.4 800

佐久市教育委員会体育課

責任者　　　　　 　黒沢　貴道

風速

平成24年10月14日

大会グラウンドコンディション集計用紙



№１５

時刻 天候 気温 湿度 気圧 備考

時 ℃ 風向 風速m/sec ％ hpa

10:00 晴れ 4 西北西 1.2 42.8 800

11:00 晴れ 6 北 1.4 36.3 800

12:00 晴れ 7.6 西北西 1.3 31.4 800

佐久市教育委員会体育課

責任者　　　　　 　黒沢　貴道

大会グラウンドコンディション集計用紙

平成24年4月8日

風速
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